令和元年度事業報告
（所属は事業実施時もしくは委員就任時のもの）

１

会務の運営

（１）代議員総会の開催
と き 令和元年８月９日
ところ 札幌市 アスティ４５
出席者 ３０名
内 容 ・平成３０年度事業報告について
・平成３０年度会計収支決算報告について
・平成３０年度監査報告について
・役員の補選について
（２）幹事会の開催
回数
とき、ところ
１
７月１２日
札幌市
かでる２．７

２

３

出席者
１０名

内 容
・平成３０年度事業報告について
・平成３０年度会計収支決算報告について
・平成３０－令和元年度機能強化委員会の活動状況に
ついて
・令和元年度地域包括ケアセミナーについて
・全国地域包括・在宅介護支援センター協議会との連携
について
・令和元年度地域包括支援センター職員資質向上研修
の企画内容について
・令和元年度代議員総会の運営について
１１月２９日
９名 ・令和元年度事業実施状況について
札幌市
・平成３０－令和元年度機能強化委員会の活動状況に
かでる２．７
ついて
・令和元年度地域包括支援センター職員資質向上研修
について
・全国地域包括・在宅介護支援センター協議会の委員会
開催状況について
・令和２年度事業計画（案）の策定に向けて
※令和２年２月２７日に ・令和元年度事業実施状況について
札幌市のかでる２．７で ・令和元年度会計収支決算見込について
開催を予定していたが、 ・平成３０－令和元年度機能強化委員会の活動状況に
新型コロナウイルス感
ついて
染症の感染拡大防止の ・令和２年度事業計画（案）について
ため中止し書面審議を ・令和２年度会計収支予算（案）について
行った（実施期間：３月 ・令和２年度地域包括ケアセミナーについて
５日～３月１８日、回答
者：１０名）
。

（３）正副会長会議の開催
正副会長・幹事合同会議として開催した。
（４）監事監査の実施
と き 令和元年６月７日
ところ 札幌市 かでる２．７
内 容 ・平成３０年度事業報告について
・平成３０年度会計収支決算報告について

２

地域包括支援センターおよび在宅介護支援センターの機能強化、職員の資質向上に向けた取組み

（１）平成３０－令和元年度機能強化委員会の設置・開催
① 平成３０－令和元年度機能強化委員会の開催
回数 とき、ところ 出席者
内 容
１
５月２４日
５名 ・地域ケア会議の活性化に係るアンケート調査の結果
札幌市
及びヒヤリング調査の実施について
かでる２．７
・令和元年度地域包括ケアセミナーに係る実践報告及
び演習について
・令和元年度地域包括支援センター職員資質向上研修
について
２
８月２３日
６名 ・地域ケア会議の活性化に係るアンケート調査の分析
札幌市
ならびにヒヤリング調査の実施について
かでる２．７
・令和元年度地域包括支援センター職員資質向上研修
の企画内容について
３
２月１２日
７名 ・
『北海道内地域包括支援センターの地域ケア会議の活
札幌市
性化に係る報告書～「自立支援型地域ケア会議」に焦
かでる２．７
点を当てて～』の発行について
・令和２年度地域包括ケアセミナーの企画内容につい
て
・令和２－３年度機能強化委員会の設置に向けて
② アンケート調査の実施・集計
北海道内の地域包括支援センターを対象に、自立支援型地域ケア会議に係る設問を中心とし
た「地域ケア会議の活性化に係るアンケート調査」を実施した。
対象センター ２７５か所
回答センター １７６か所（回答率 ６４．０％）
③ ヒヤリング調査の実施
上記アンケート調査の結果をもとに対象センターを抽出し、ヒヤリング調査を実施した。
また、一部センターにおいては、あわせて自立支援型地域ケア会議の視察も実施した。
回数
とき
ところ（対象センター）
調査者
１
１０月１５日 厚沢部町地域包括支援センター 佐々木康寬（機能強化委員会
委員）
２
１０月１６日 ところ 江別市民会館
今井
敦（機能強化委員会
対象センター 江別第一地域包括支援
委員）
センター
３
１０月２３日 今金町地域包括支援センター
佐々木康寬（機能強化委員会
委員）
４
１０月２４日 京極町地域包括支援センター
村山 文彦（機能強化委員会
副委員長）
５
１１月１日
共和町地域包括支援センター
佐々木 剛（機能強化委員会
委員）
６
１１月１２日 弟子屈町地域包括支援センター 渡辺こづ江（機能強化委員会
委員）
７
１１月１２日 釧路市東部北地域包括支援セン 渡辺こづ江（機能強化委員会
ター
委員）
８
１１月１９日 札幌市厚別区第１地域包括支援 渡邊 裕子（機能強化委員会
センター
委員）
９
１１月２０日 名寄市地域包括支援センター
高橋
聡（機能強化委員会
委員長）
④ 『北海道内地域包括支援センターの地域ケア会議の活性化に係る報告書～「自立支援型地域
ケア会議」に焦点を当てて～』の作成
発行年月 令和２年３月
発行部数 ３５０部

（２）研修事業の実施
① 地域包括ケアセミナーの開催
と き 令和元年８月９日
ところ 札幌市 アスティ４５
参加者 １１０名
内 容 ・行政説明「認知症施策の推進にあたって地域包括・在宅介護支援センターに期待
される役割について」
説明 井上
宏（厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室室長補佐）
・説明「北海道内地域包括支援センターの地域ケア会議の活性化に係るアンケート
調査について」
説明 高橋
聡（本会副会長・平成３０－令和元年度機能強化委員会委員長）
・実践報告「認知症支援や地域ケア会議の取組みを通じた地域づくりについて」
「名寄市認知症ＳＯＳネットワーク事業～未帰宅者捜索模擬訓練事業の復活～」
報告 橋本いづみ（名寄市健康福祉部こども・高齢者支援室地域包括支援セン
ター所長）
「認知症の方を地域で見守るために～地域ケア会議と運営推進会議等との連携～」
報告 福島 将恭（医療法人仁友会永山地域包括支援センターセンター長）
・演習『地域づくりを進めるために～「今後取り組みたいこと」「できていないこ
と」を言語化し、今後の取り組みをワールドカフェを通して考えよう～』
進行 佐々木康寬（本会平成３０－令和元年度機能強化委員会委員）
ファシリテーター 高橋
聡（本会副会長・平成３０－令和元年度機能強化
委員会委員長）
村山 文彦（本会幹事・平成３０－令和元年度機能強化委
員会副委員長）
今井
敦（本会幹事・平成３０－令和元年度機能強化委
員会委員）
渡辺こづ江（本会平成３０－令和元年度機能強化委員会委
員）
渡邊 裕子（本会平成３０－令和元年度機能強化委員会委
員）
② 地域包括支援センター職員資質向上研修の開催
と き 令和２年１月２７日
ところ 札幌市 北海道第二水産ビル
参加者 ９０名
内 容 ・基調説明「生活困窮者支援と地域づくりについて」
説明 菊地 英人（小樽市福祉部主幹（地域福祉計画担当）
）
・実践報告・演習「地域包括支援センターにおける人材育成について」
実践報告「社会福祉士の立場から」
報告 山下 勇人（社会医療法人製鉄記念室蘭病院室蘭市地域包括支援センタ
ー憩係長）
実践報告「保健師の立場から」
報告 木引えり香（医療法人秀友会札幌市手稲区第２地域包括支援センターセ
ンター長）
実践報告「主任介護支援専門員の立場から」
報告 北牧 美子（社会福祉法人旭川市社会福祉協議会中央地域包括支援セン
ター副センター長）
演習「ワールドカフェで考えよう」
進行 佐々木康寬（本会平成３０－令和元年度機能強化委員会委員）
ファシリテーター 山下 勇人（社会医療法人製鉄記念室蘭病院室蘭市地域包
括支援センター憩係長）

木引えり香（医療法人秀友会札幌市手稲区第２地域包括支
援センターセンター長）
北牧 美子（社会福祉法人旭川市社会福祉協議会中央地域
包括支援センター副センター長）
高橋
聡（本会平成３０－令和元年度機能強化委員会委
員長）
村山 文彦（本会幹事・平成３０－令和元年度機能強化委
員会副委員長）
今井
敦（本会幹事・平成３０－令和元年度機能強化委
員会委員）
渡辺こづ江（本会平成３０－令和元年度機能強化委員会委
員）
渡邊 裕子（本会平成３０－令和元年度機能強化委員会委
員）

３

広報情報活動

（１）ホームページの運営
本会ホームページ（http://www.kaigoshien.org/）に、本会および関係機関・団体の事業を掲載
した。
（２）会員の加入促進
未加入の地域包括支援センターに対して、本会の周知および入会斡旋を行った。
① 地域包括ケアセミナーの開催要綱とあわせて、リーフレット「北海道地域包括・在宅介護支
援センター協議会入会のご案内」を郵送した。
② 北海道より、各（総合）振興局管内の市町村及び地域包括支援センターに対して、リーフレ
ット「北海道地域包括・在宅介護支援センター協議会入会のご案内」をＥメールにて送付し
た。
③ 地域包括ケアセミナーにおいて、平成３０－令和元年度機能強化委員会の活動に係る説明の
時間を設けた。
（再掲）
④ 地域包括支援センター職員資質向上研修の開催要綱を郵送した。
⑤ 未加入の地域包括支援センターのうち「地域ケア会議の活性化に係るアンケート調査」に回
答したセンターに対して、
『北海道内地域包括支援センターの地域ケア会議の活性化に係る
報告書～「自立支援型地域ケア会議」に焦点を当てて～』を郵送した。
＊ 入会状況
Ａ会員 １４９センター（内訳：地域包括支援センター １３５センター、
在宅介護支援センター
１４センター）
Ｂ会員（機能推進に係る関係機関等） ９団体

４

関係機関・団体との連携

（１）全国地域包括・在宅介護支援センター協議会との連携
① 研修会・研究大会への職員派遣および周知
（ア）地域包括・在宅介護支援センターリーダー職員研修会（職員派遣）
と き 令和元年７月２５日、２６日
ところ 東京都千代田区 全国社会福祉協議会
派遣者 京谷 佳子（社会福祉法人函館厚生院函館市地域包括支援センターゆのかわ保健
（五十音順）
係長）

佐々木淳一（社会福祉法人釧路啓生会釧路市中部北地域包括支援センター課長補
佐）
佐藤 友紀（医療法人社団旭川圭泉会病院東旭川・千代田地域包括支援センター
社会福祉士）
髙橋 通江（医療法人仁友会永山地域包括支援センター副センター長）
（イ）全国地域包括・在宅介護支援センター研究大会（周知）
と き 令和元年１２月２日、３日
ところ 千葉県千葉市 東京ベイ幕張ホール
（ウ）全国地域包括・在宅介護支援センター研修会（周知）
と き 令和２年２月３日
ところ 東京都千代田区 全国社会福祉協議会
② 会議への役員派遣
（ア）常任協議員
藤原 秀俊（本会会長）
（イ）総務広報委員会委員
藤原 秀俊（本会会長）
（ウ）調査研究委員会専門委員
杉山 幹夫（本会幹事）
（エ）研修委員会専門委員
村山 文彦（本会幹事）
（２）北海道社会福祉協議会との連携
第６９回北海道社会福祉大会（名義後援）
（３）北海道との連携
① 「北海道医療と介護の連携ビジョンに関する協定」の締結
締結者 北海道及び医療・介護関係団体（本会を含め１９団体）
締結日 平成３１年４月１日
② 北海道総合保健医療協議会地域医療専門委員会在宅医療小委員会（委員参画）
委員 高橋
聡（本会副会長）
③ 医療と介護の連携の推進に向けた意見交換会（委員参画）
委員 川尻 輝記（本会幹事）
④ 北海道自殺対策連絡会議（構成機関）
⑤ 北海道より、各（総合）振興局管内の市町村及び地域包括支援センターに対して、リーフレ
ット「北海道地域包括・在宅介護支援センター協議会入会のご案内」をＥメールにて送付し
た。
（再掲）
（４）保健・医療・福祉関係機関・団体との連携
① 「北海道医療と介護の連携ビジョンに関する協定」の締結（再掲）
締結者 北海道及び医療・介護関係団体（本会を含め１９団体）
締結日 平成３１年４月１日
② 旭川市社会福祉士会議（地域包括支援センター職種別会議）
（講師派遣）
派遣者 杉山 幹夫（本会幹事）
③ 北海道地域生活定着支援センター専門委員会（委員参画）
委員 杉山 幹夫（本会幹事）
④ 第６２回北海道医療ソーシャルワーク学会（名義後援）
⑤ 日本在宅医療連合学会第１回地域フォーラム（名義後援）
⑥ 第１０回北海道在宅医療推進フォーラム（名義後援）
⑦ 高齢者保健事業推進研修（主催：北海道後期高齢者医療広域連合、北海道国民健康保険団体
連合会）
（名義後援）
⑧ いきいき健康・福祉フェア２０１９（名義後援）
⑨ 北海道高齢者虐待防止・相談支援センターとの連携
⑩ 北海道地域福祉生活支援センターとの連携

